
第１学年○組 理科学習指導案 

指導者 〇〇 〇〇  

１ 単元名  「水溶液」 

２ 指導観 

〇 地球上に存在するあらゆる物質は、粒子から成っている。これまで、小学校理科の学習では、

性質を中心とした「物レベル」の巨視的な視点で物質を考えてきた。本単元は、水溶液に関して、

溶解や溶解度、再結晶について観察、実験を行うことを通して、巨視的な視点だけでなく、微視

的な視点で事物、現象を考えるために、粒子のモデルと関連付けて理解することをねらいとして

いる。自然の事物、現象の背後にある目には見えないメカニズムを考える上で、科学的な見方や

考え方をするために粒子モデルを使って表現することは大変意義深い。また、本単元は、第２学

年「化学変化と原子・分子」や第３学年「化学変化とイオン」の学習へつながっていく。物質の

成り立ちや変化、量的な関係について原子や分子、イオンを通して学んでいく上で、モデルを使

って現象を実体的に捉えることは、科学の基本的概念として基盤となる考え方であり、現象を理

解する上で非常に価値がある。 

〇 生徒は、これまで小学校５年生で「もののとけ方」で物質が水に溶けたとき質量は変化しない

こと、一定量の水に溶ける量には限度があること、温度を下げると溶けた物質が出てくることを

学んでいる。そこで、本単元を学習するにあたり、学習前に検証学年の生徒○名を対象に、水溶

液に関して、生徒の粒子概念を知るために事前調査を行った。事前調査によると、食塩が水に溶

けるとき、水溶液の質量は食塩と水の質量の和であることを理解している生徒は、○%であった。

また、水溶液から溶質を取り出す方法について、蒸発させると回答した生徒は○%であるのに対し、

冷やすと回答した生徒は○%であった。また、物質が溶けた水溶液の様子を図で表現させたところ、

粒子を使って説明している生徒は○%で、中には、物質が見えなくなると「物質はなくなる」と考

えている生徒もいることがわかった。以上のことから、物質を粒子という概念を通して、質的・

実体的に捉えることが必要であると考える。 

〇 本単元では、水溶液における微視的な現象を粒子モデルと関連付けて理解することがねらいで

ある。そこでまず、ストームグラスを紹介し、ストームグラスの中で起こる現象に関心をもたせ、

「水溶液」に着目させる。そして、「溶けるとはどういうことか説明する」という単元を通した学

習課題を設定し、溶解度や再結晶など様々な点から水溶液に見られる現象について考えさせたい。

課題を解決させるために、角砂糖が溶解する様子を観察させることで、砂糖の粒子がくずれて見

えなくなり、色が水全体に広がっていくことから「物質は粒子でできている」という概念を構成

させる。さらに、水溶液の特徴について実験、観察から気付かせる中で、濃さは均一であること

から質量パーセント濃度を使って表すことに気付かせる。そして、実験を通してミョウバンが溶

ける温度を調べる活動を設定し、溶解度曲線にまとめさせることで水の温度によって溶解する量

には限度があることを再確認させる。さらに、溶解して見えなくなった溶質を取り出す方法につ

いて溶解度曲線から考え、ミョウバンを再結晶させて、ろ過して取り出すことで溶質が析出した

ことを実感させたい。そして、再結晶が起こる様子を粒子モデルを使って考える活動を設定する。

最後に、これまでに学習した内容を活用して、単元の始めに立てた課題を「水溶液」について振

り返りながら、科学的な表現や用語を使い、説明する活動に取り組ませ、日常生活でよく見られ

る現象を「水溶液」と関連付けて捉えられるようにする。これらのことを通して、事物・現象に

関して、粒子を基にしたものの見方や考え方ができるようにする力を育みたいと考える。 

なお、指導にあたっては、学習の終末に一枚ポートフォリオ評価シート（One Page Portfolio

以下、OPP シート）を使用し、「授業で一番大切だったこと」を記入させ、自分自身の学習を内省

することで、学習の履歴を記録し学習の達成感を得られるものにする。また、授業者にとっては

形成的評価として生かす。 

３ 単元の目標 

  水溶液に関して、物質の溶解や溶解度、再結晶について、見通しをもって観察、実験を行い、粒



子モデルと関連付けて現象を理解する。 

４ 評価規準 

〇 水溶液に関心をもち、溶解や溶解度、再結晶についてモデルを用いて説明しようとしている。  

［関心・意欲・態度］ 

〇 水溶液について、自らの考えをもって実験、観察に取り組み、モデルを使って表現することが

できる。                             ［科学的な思考・表現］ 

〇 溶解や再結晶の観察、実験を通して、実験の基本操作を習得し、安全に実施することができる。 

 ［技能］ 

〇 水溶液における溶解や溶解度、再結晶について粒子モデルを基に理解し、現象や仕組みを科学

的な用語を使って説明する基本的な知識を身に付けている。         ［知識・理解］ 

５ 単元指導計画（全 10時間） 

次 時 学習活動・内容 教師の具体的な手立て 評価規準 

第

一

次 

① 

１ １ 「とける」現象を観察し、学習課題を設定

する。 

(1) ストームグラスを紹介し、ストームグラ

ス内で起こる現象から、物質の溶けてい

る様子についてその要因を考える。 

・溶けている（溶質）の性質  ・天気 

・溶かしている（溶媒）の性質 ・気温 

【学習課題】 

「とける」ということはどういうことか説明

しよう。 

(2) 「とける」現象を例えを挙げて説明し、ス

トームグラス内で起こっている「とける」

はどのようなことかを説明する。 

・雪が水に変わる･･･「融解」 

・水に砂糖がとける･･･「溶解」 

 

(3) 食塩、塩化銅、デンプンを溶かし、溶かす

前後の質量を比較して観察し、結果を整

理する。 

 ・食塩と塩化銅を溶かすと透明になった 

 ・デンプンを溶かしたものは白くにごった 

・水溶液の質量は、溶質の質量の分だけ増え

る 

〇「物質が溶解する様子について説明

する」という単元を貫く課題を解決

させるため、天候を予測する道具と

して使われたストームグラスを「溶

解」という現象に興味をもたせるた

めに見せる。 

 

 

 

 

〇 「とける」現象には、「溶解」と

「融解」があり、例を挙げて考えさ

せ、融解は、加熱することで固体の

物質自体の状態が変わることを表

しており、この単元で取り扱う「と

ける」現象は「溶解」であると気付

かせる。 

〇 溶解した水溶液の状態を観察す

るため、食塩、塩化銅、デンプンを

使って水溶液を作らせる。このと

き、溶質を水に加える前の質量と加

えた後の質量にも着目させ、溶解し

ても物質は水の中に存在している

ことに気付かせる。 

関：物質が溶解する現

象に興味をもち、

学習課題を設定し

ようとしている。 

 

 

 

 

 

 

知：「とける」には、融

解と溶解があるこ

とを例を挙げて説

明することができ

る。 

 

 

第

二

次

③ 

１ ２ 水溶液の現象を調べる。 

(1) 前時でつくった時間の経った水溶液を観

察し、結果からわかる水溶液の特徴を考

察する。 

・食塩、塩化銅は透明のままだが、デンプン

は下に沈んでいるので溶けていない 

・溶質、溶媒、溶液、水溶液 

 

〇 水溶液の特徴を見出すことが

できるようにするため、前時に使用

した時間が経った水溶液内の様子

を予想させ、観察することで水溶液

の特徴を考察させる。 

 

 

思：水溶液の観察を通

して、水に溶けた

ときの特徴を見出

すことができる。 

 

  (2) 水溶液の特徴についてまとめる。 

・水溶液は、透明である 

〇 本時までで気付く「溶ける」につ

いて、水溶液の特徴として全体でま

知：水溶液の特徴につ

いて、理解してい



 ・時間が経っても溶質は下に集まらない とめる る。 

１ (3) 物質の見方・考え方は、「粒子」の概念を

用いて考えることを知り、角砂糖が溶解

する様子について粒子モデルで説明す

る。 

 

〇 「物質は粒子でできている」とい

う粒子概念を構成することができ

るようにするため、水に角砂糖が溶

解する現象の観察から、描画を使っ

て説明させる。このとき、次のこと

を理科での考え方であると共通認

識させる。 

 

 

 

 

 

〇 水も物質であり、水の粒子と角砂

糖の粒子が混ざり合って溶解する

ことに気付かせるため、水も粒子か

らできていることを確認する。 

思：水溶液のようすを

粒子モデルを使っ

て表現できる。 

 

１ ３ 質量パーセント濃度を使って、水溶液中

の溶質の質量を表す。 

〇 粒子モデルと関連付け、水溶液の

濃度を数値で表す方法を考えさせ

る。 

思：水溶液中の溶質の

量を質量パーセン

ト濃度で表すこと

ができる。 

第

三

次 

⑤ 

３ ４ 溶解度について調べる。 

(1) 物質によって溶ける量には限度があるこ

とを振り返る。 

・同じ温度でも食塩よりもミョウバンの方

が溶ける量が多い 

・物質によって溶ける量には違いがある 

・飽和水溶液、溶解度 

(2) 物質を水に多く溶かす方法について考え

る。 

 ・水の質量を増やす  ・温める 

(3) ミョウバンの溶解度を調べる。 

 ・温度を上げて、溶ける最大量を調べ、グラ

フにまとめる 

 ・溶解度曲線 

 ・温度によって溶解度は異なること 

 

〇 小学校で既習の内容である「溶け

る量には限度があり、物質によって

異なること」を食塩とミョウバンを

溶解させることを通して振り返ら

せる。 

 

〇 物質を多く溶かすための方法を

生活経験から考えさせる。 

 

〇 10gの水に１ｇのミョウバンを入

れ、温度を上げていきながら溶ける

最大量を調べる実験を通して、温度

による溶解度を実感させ、溶解度曲

線（グラフ）を作成することでその

理解につながるようにする。 

〇 実験を通して、温度によって溶解

度が異なることに気付かせる。 

 

知：溶解度、再結晶など

の科学用語を理解

している。 

 

 

 

思：溶解度曲線から再

結晶する質量や溶

解する質量などを

読み取ることがで

きる。 

 

 

１ ５ 水溶液から溶質を取り出す。 

(1) 溶解して見えなくなった物質を取り出す

ための方法を考える。 

 ・加熱して水を蒸発させる  

・冷やす（再結晶） 

・放置する（自然に水を蒸発させる）・ろ過

 

〇 溶解度曲線から溶質を取り出す

方法を理由とともに考え、小学校の

既習内容を振り返らせる。 

〇 溶解度を利用して、再結晶する温

度や量を調べることができるよう

 

技：留意点に気を付け

ながら、正しい操作

でろ過することがで

きる。 

物質は粒子という丸い粒で表現

する 

物質によって粒子の大きさや質

量は決まっている 



の方法 

(2) 再結晶したミョウバンをろ過して取り出

し、観察する。 

にするため、溶解度曲線を読み取る

練習をさせる。 

   〇 前時で使用したミョウバンの飽

和水溶液を放置して、できた結晶を

利用する。 

〇 ろ過の操作を使って、再結晶した

物質を取り出し、規則正しい形をし

た結晶になっていることに気付か

せる。 

〇 再結晶は、純粋な物質を取り出す

方法の一つであることに触れる。 

 

 

技：適切なろ過の操作

で、安全に再結晶

を取り出すことが

できる 

１ 

本

時 

６ 溶解した物質が再結晶する様子を考え

る。 

(1) ミョウバンが再結晶する様子を考える。 

(2) 再結晶する様子について粒子モデルを使

って、自分の考えをグループで交流する。 

(3) 再結晶するときの粒子の動きに着目して

再結晶をまとめる。 

 ・水溶液を冷却すると、粒子は動きが鈍くな

り、粒子同士でくっつく。 

 

〇 温度が低くなると、「粒子は、引

き合って再結晶する」という粒子概

念を構成できるように、温度を高く

した時と低くした時の粒子の動き

を考えながら粒子モデルで考察す

る活動を設定する。 

〇 例えば、粒子を擬人化させるなど

説明の工夫をするように促す。 

 

思：再結晶の様子につ

いて粒子の動きに

ついて考え、モデ

ルを使って説明し

ようとしている。 

 

第

四

次 

① 

１ ７ 「溶解」について、身の回り現象との関連

を考え、説明する。 

(1) ストームグラスの中が変化する姿を振り

返り、「溶解」が日常生活でよく見かける現

象（「溶け残った砂糖が紅茶やコーヒーなど

の容器の底に残ることがある」）とつながっ

ていることを説明する。 

・温度が低くなり、溶けきれなくなった砂

糖が出てきた 

・紅茶やコーヒーの量が少なくなり、溶け

きれなくなった砂糖がでてきた 

(3) 「溶解」について、これまでに学んだこと

をレポートにまとめる。 

 

 

 

〇 これまで学習してきた粒子概念

を利用して、ストームグラスの中で

発生する結晶は溶質である塩化ア

ンモニウムの結晶であることを教

える。 

〇 日常生活で見かけられる「溶け残

った砂糖が紅茶やコーヒーの容器

の底に残る」現象を取り上げ、「溶

解」の視点から説明する活動を設定

する。 

〇 本単元の学習内容を整理するた

め、一枚ポートフォリオ等を参考に

しながらこれまで学んできた内容

をレポート形式に図や言葉、文章を

使ってまとめさせる。 

 

 

思：「溶解」について粒

子モデルを使って

説明している。 

 

関：身の回りで起こる

現象に関心をも

ち、「溶解」という

視点から説明しよ

うとしている。 

思：「溶解」に関して、

これまで学習して

きた内容を図や言

葉、文章を使って

まとめている。 

６ 本時    平成 29年 10月○日（○） 第○校時  於：第○理科室 

(1) 本時の指導観 

   これまでの本単元の学習において、溶質が溶解する現象を粒子モデルを使って考える活動に取

り組んできた。前時には、加熱した時の再結晶の様子を粒子モデルを使って考え、ミョウバンの

飽和水溶液を冷却してできた結晶をろ過して取り出した。本時では、粒子モデルを使って粒子を

擬人化させて考えながら、水溶液が冷やされると、粒子の動きがゆっくりになって溶けきれなく

なった溶質の粒子はくっつきあうことをイメージすることがねらいである。このことから、前時



までに学習した溶解度曲線を具体的に粒子の振る舞いと関連付けて捉えさせたい。指導にあたっ

ては、前時でろ過して取り出したミョウバンの結晶を観察し、規則正しい結晶になっていること

に気付かせる。次に、水溶液中の溶質の粒子の動きに着目させ、再結晶するときのようすを粒子

モデルで描画し、考えさせる。このとき、粒子を擬人化させて考え表現させて説明してもよいと

し、まず自分の考えをつくるようにさせる。次に、グループで考えの交流活動の時間を十分に確

保する。ここでは、役割分担をして交流するようにさせ、あらかじめ司会者、発表者、質問者そ

れぞれの役割や自分の考えを表現しやすいように言葉の例を挙げているコミュニケーションカー

ドを配布しておく。それぞれのグループ内で考えを交流させたあと、グループでの考えをまとめ

させる。その後、２～３グループの考察を学級全体で交流させ、まとめ、「水溶液が冷やされると、

粒子の動きがゆっくりになって溶けきれなくなった溶質の粒子はくっつきあう」ことをイメージ

させる。さらに、溶解度曲線と再結晶したときのビーカー内の粒子の様子を重ね、照らし合わせ、

溶解度曲線と粒子の振る舞いがつながっていることに気付かせたい。最後に、自分の言葉で本時

の学習でわかったことを説明し合う場をもち、自らの学習に臨んだ姿を他者とともに振り返らせ

るとともに、自己評価させる。 

(2) 主眼 

 〇 粒子モデルを使って再結晶する様子を考える活動を通して、粒子が動き回っているという視

点で、温度による運動の変化をイメージし、微視的に粒子の振る舞いを考えることができるよ

うにする。 

(3) 準備 

  ワークシート（※１）、OPP シート（※２）、コミュニケーションカード（※３）、スキルのルー

ブリック（※４）、ミョウバンの結晶、ルーペ、電子黒板、色用紙（［自信の度合いが高い順に］

青、黄、赤） 

(4) 展開 

時 学習活動・内容 形態 指導上の留意点（＊研究の手立て） 配時 

導

入 

１ 本時のめあてを設定する。 

(1) 前時にろ過した結晶を観察する。 

 ・規則正しい形をしていること 

 ・飽和水溶液を冷却させて再結晶させたも

のであること 

(2) 水溶液を冷却させたときの粒子の動きを

考えるめあてを設定する。 

 

 

 

 

一斉  

〇 前時にろ過した結晶を観察し、加熱時の

再結晶と異なり、規則正しい結晶が出来て

いることに気付かせる。 

 

〇 前時に考えた加熱で再結晶するときの粒

子の振る舞いについて振り返り、冷却によ

って再結晶することを説明する活動を設定

する。 

 

５ 

 

 

 

３ 

展

開 

２ 水溶液を冷却させたときの水溶液の中の

粒子の動きを考える。 

(1) 自分の考えを粒子モデルを使って図と言

葉でまとめる。 

 ［粒子がつながっていく表現］ 

 

 

個人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 自分の考えを描画させ、言葉や文章で

説明するようにさせる。このとき、粒子を擬

人化させる等して説明するように支援す

る。 

＊ ホワイトボードを活用して交流しやすくす

るため、考えを記入できる色用紙（色は自

信の度合いを表す）を準備する。なお、本

時学習後にこの用紙をワークシートに貼り

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

めあて 

水溶液が冷やされたときの粒子の

様子を粒子モデルで考えよう。 



   

［温度による動きに触れている表現］ 

 

(2) グループでそれぞれの考えを説明し合

う。 

 

 

 

(3) グループで考えたことを発表し、全体で交

流する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ 

 

 

 

 

一斉 

 

付けられるようにする。 

＊ 考えを記入する用紙を自信の度合いに

応じて選択させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 考えを交流する際に、コミュニケーション

カード（司会者用、発表者用、質問者用）

を基に活動を進めるよう促す。 

＊ ルーブリックを基に「伝える」「聞く」姿を

意識して交流をさせる。 

〇 グループで考えたことを全体交流させる

ため、２～３グループを指名し、発表させ

る。 

〇 ゆっくり温度を下げた水溶液からできた

結晶と急に温度を下げた水溶液からでき

た結晶を見せて比較させ、より大きく規則

正しい結晶にするためにはゆっくりと粒子

が繋がり合うとよいことに触れ、粒子にはた

らく力について考えを深めさせる。 
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７ 

 

 

ま

と

め 

３ 学習のまとめを行う。 

(1) 全体で学習のまとめをする。 

 

 

 

 

 

(2) 自分の考えを整理する。 

(3) 水溶液が冷却されて再結晶するときの粒

子の動きをアウトプットし合う。 

・自分の言葉で水溶液が冷却される時の粒

子の動きを説明し合う。 

(4) 学習を振り返る。 

・OPP シートに本時の学習の中で大切だと

思ったことや学んだことを記入する。このと

き、交流活動について自己評価もする。 

 

一斉 

 

 

 

 

 

個人 

グループ 

 

 

 

個人 

 

 

〇 生徒の言葉を使いながらまとめを行う。 

〇 「水溶液を冷却して再結晶しているビー

カー内は飽和水溶液か」と発問し、溶解度

曲線上に冷却した時のビーカー内のモデ

ルの様子を重ねて見せ、溶解度曲線と粒

子の振る舞いが関連していることに気付か

せる。 

＊ グループ内の隣の生徒同士でペアを作

り、互いにわかったことを自分の言葉で説

明し合うように促す。 

 

〇 OPP シートに自分の言葉で本時の学習

を通してわかったことを記入させる。 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

３ 

２ 

 

 

 

５ 

 

  

まとめ 

水溶液が冷やされると、粒子の動きが

ゆっくりになって溶けきれなくなった

溶質の粒子はくっつきあう。 



７ 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ワークシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めあて 水溶液が冷やされたときの水溶液の中の粒子の

様子を粒子モデルで考えよう。 

グループの考え 

１班 ３班 ２班 ５班 ４班 

まとめ 

〇 冷却すると、粒子の動きはゆっくり

になり、溶けきれなくなった溶質の粒

子はくっつきあう。 

 

自分の考え 



 

※２ OPP シート 

 

 



 

※３ コミュニケーションカード 

 

 

 

 

 



※４ スキルのルーブリック 

 


